平成 26 年 9 月 10 日

ＪＲ九州では、特別企画として「ゆふいんの森号で行く ゆふいん日帰りの旅」を募集いたします。
ツアー当日は、木の温もりあふれるモダンなインテリアで大人気のＤ＆Ｓ列車、特急「ゆふいんの
森」でリゾート気分を満喫していただくとともに、創業 100 年を超える老舗旅館「山水館」でのお食
事（バイキング）
、由布岳を望む絶景露天風呂で、心と体がほっとする至福を感じてください。
また、大自然に包まれた「湯の坪街道」、「金鱗湖」の散策など、ゆふいんのグルメ・温泉・自然・
ショップで旅をたっぷり満喫ください。
１

旅行日

平成 26 年 10 月 19 日（日）

２

旅行代金

新鳥栖駅発
佐賀駅発
肥前山口駅発
肥前鹿島駅発

３

募集人員

30 名（最少催行人員：20 名）
※ 添乗員が同行いたします。

： 9,000 円
： 9,700 円
：10,800 円
：12,000 円

４

旅行代金に含まれるもの
・ 往復の交通費
・ 「ゆふいん山水館」でのお食事（バイキング）及び入浴

５

旅行行程
＜行き＞ 佐賀駅 （ 9：12 発）→「みどり 6 号」
→鳥栖駅 （ 9：30 着）
鳥栖駅 （ 9：50 発）→「ゆふいんの森 1 号」→由布院駅（11：34 着）
・ 「ゆふいん山水館」での昼食・入浴
・ ゆふいん散策
＜帰り＞ 由布院駅（15：50 発）→「ゆふいんの森 4 号」→鳥栖駅 （17：36 着）
鳥栖駅 （17：58 発）→「みどり 21 号」
→佐賀駅 （18：15 着）
※ 佐賀駅からの行程を記載しております。肥前鹿島駅、肥前山口駅及び新鳥栖駅からの行程につ
きましては、別紙のチラシをご参照ください。

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号

ゆふいんのグルメ･温泉･自然･ショップで旅をたっぷり満喫 !!
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行程

行
き

平成26年10月19日(日)

9,000円
9,700円
10,800円
12,000円

新鳥栖駅発
佐賀駅発
肥前山口駅発
肥前鹿島駅発
30名 (最少催行人員 20名)

8:10発

肥前鹿島駅
9:02発

肥前山口駅

山水館

肥前山口駅
9:12発

みどり6号

行程

帰
り

※沿線の風景を眺められるパブリックサロンスペースでは、食事も楽しむ
事ができます。( ゆふいんの森 3･4 号のみ )

(自由席)

※肥前鹿島駅よりご乗車のお客さまは肥前山口駅でお乗り換え下さい。
みどり6号

佐賀駅

(自由席)

9:25発

新鳥栖駅

9:30着

みどり6号

鳥栖駅

(自由席)

ゆふいんの森1号
(指定席)

9:50発

由布院駅
11:34着

※当日は「ゆふいんMAP」をお渡しいたします。
(おもな散策場所)

お昼は
バイキング
料理を
食べ放題 !

【昼食】入浴付き
山水館にて昼食(入浴付き)後、自由行動

由布院駅

この

添乗員が同行致します。

【湯の坪街道】

15:50発

お値段!!

ゆふいんの森号

8:29着

普通列車

ゆふいん散策

＋散策 がついて
往復JR券＋昼食＋入浴

ゆふいんの森4号
(指定席)

JR由布院駅を出て由布岳方面へ5分程
歩けば、金 鱗 湖に繋がる湯 の坪 街 道。
つい足を止めたくなるショップやグルメ
が目白押しです。

17:36着 みどり21号

鳥栖駅

17:58発

(自由席)

新鳥栖駅
18:01着

【金鱗湖】

【グランパ&グランマ】

ゆふいん随一の観光スポット・金鱗湖ま 素材にこだわるベーカリー「グランマ」に
では、JR由布院駅から徒歩で約25分。 併設するカフェ。おすすめは、グランマ手
周辺には、個性豊かなショップやスポッ 作りのチーズケーキ。お土産には焼き立て
トが集まっており、多くの観光客で賑わ の人気パン「シナモンロール」(220円)や
「フロマージュ」(220円)をどうぞ。
っている。

みどり21号
(自由席)

佐賀駅
18:15着

※肥前鹿島駅でご降車のお客さまは佐賀駅でお乗り換え下さい。 佐賀駅

18:33発

みどり21号
(自由席)
かもめ39号
(自由席)

肥前山口駅
18:26着

肥前鹿島駅
18:54着

お申込みのご案内 （詳しい旅行条件を説明した書面をご用意していますので、事前にご確認の上お申込みください。）
●募集型企画旅行契約
この旅行は九州旅客鉄道㈱（福岡市博多区博多駅前3丁目25番
21号観光庁長官登録旅行業第965号。以下「当社」といいます。）
が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当
社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締
結することになります。又、旅行契約の内容条件は、各コースご
とに記載されている条件のほか、下記条件出発前にお渡しする確
定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金
を添えてお申し込みください。お申込金は、「旅行代金」「取消料
」又は「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(2)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場
合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に
お申込書の提出とお申込金の支払をしていただきます。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した
ときに成立するものとします。
(4)お申込金（おひとり様）

旅行代金 1万円未満 1万円以上3万円未満 3万円以上6万円未満 6万円以上
お申込金 2,000円 5,000円 10,000円 20,000円
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって14日目にあたる日
より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）
にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード
会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加
諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカー
ド利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日とい
たします。

●取消料
旅行契約成立後、お客様のご都合で契約を解除されるときは、次
の金額を取消料として申し受けます。

旅行契約の解除期日
●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①20日目に当たる日以降の解除（③〜⑥を除く）
②10日目に当たる日以降の解除（④〜⑥を除く）
③7日目に当たる日以降の解除（⑤〜⑥を除く）
④旅行開始日の前日の解除
⑤旅行開始当日の解除
⑥旅行開始後の解除、または無連絡不参加

取消料
宿泊付旅行
旅行代金の20％
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

取消料
日帰り旅行
無料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

※但し、往復鉄道を利用する当社募集型企画旅行商品については、
15日目にあたる日以前の解除については、取消料は無料といたします。

宿泊プランのみをお申し込みの場合

不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前〜10日前
1〜14名 100％ 50％
20％
無料
15〜30名 100％ 50％
31名以上 100％ 50％ 30％

20％

無料
20％

10％

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエ
コノミークラス又は普通座席）、宿泊費、食事代、及び消費税等
諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくて
も原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通
費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
●特別補償
当社は、当社の規程に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、
当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）の特別補償規定によ

り、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故
により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害に
ついて、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払
います。
・死亡補償金：1500万円・入院見舞金として入院日数により：
2〜20万円・通院見舞金として通院日数により：1〜5万円・携
行品損害補償金：お客様1名につき〜15万円（ただし、補償対象
品1個あたり10万円を限度とします。）
●通信契約による旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」
といいます。）のカード会員（以下「会員」といいます。）より、
会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けること
（以下「通信契約」といいます。）を条件に電話、郵便、ファクシ
ミリその他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合、通常
の旅行条件とは以下の点で異なります（受託旅行業者により当該取
り扱いができない場合があります。また取り扱いできるカードの種
類も受託旅行会社により異なります）。
a.通信契約のお申し込みに際し、会員はお申し込みをしようとする「
募集型企画旅行の名称」、「旅行開始日」「会員番号」、その他の
事項を当社にお申し出いただきます。
b.通信契約による旅行契約は、当社が契約を承諾する旨の通知を発し
たときに成立するものとします。
c.通信契約での「カード利用日」は、会員又は当社が旅行契約に基づ
く旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行するべき日とし、前者の
場合は契約成立日、後者の場合は減額または解除を行った旨をお客
様に通知した日とします。
d.通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジ
ットカードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部
又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、
当社は通信契約を解除し、左表の取消料と同額の違約料を申し受け

観光庁長官登録旅行業第 965 号

ます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金を
お支払いいただいた場合はこの限りではありません。
●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかること
があります。又、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の
回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お
客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めし
ます。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせ
ください。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係
員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご
通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情
がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出されたお申込書等に記載さ
れた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させてい
ただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿
泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領の
ための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、
当社及び販売店では、①当社及び当社と提携する企業の商品やサー
ビス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想のご提
供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料
の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2014年9月1日を基準としています。また、旅行代
金は2014年9月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出して
います。

一般社団法人日本旅行業協会会員

〈 旅 行企画実施〉 九州旅客鉄道株式会社 J R 九州旅行 佐賀支店
佐賀市佐賀駅前中央 1-11-10

お申し込み
お問い合わせ

TEL 0 9 5 2 - 2 4 - 0 7 7 3

総合旅行業務取扱管理者

前間 悦治

JR佐 賀 駅／ TEL 0952-24-4029 JR 九州旅行佐賀支店／ TEL 0952-24-7897
JR 新鳥栖駅／ TEL 0942-83-1701 JR 肥 前 鹿 島 駅
／ TEL 0954-62-2326

